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認定番号 事業者名称 所在地

第13号‐21040001 株式会社スリーファイン 東京都

第13号‐21040002 株式会社アイオーティドットラン 宮城県

第13号‐21040003 サーチ事業開発協同組合 東京都

第13号‐21040004 レゾナンステクノロジ株式会社 宮崎県

第13号‐21040005 あさかわシステムズ株式会社 大阪府

第13号‐21040006 株式会社アイピア 兵庫県

第13号‐21040007 株式会社京信システムサービス 京都府

第13号‐21040008 株式会社エルエルシーコンピューター 兵庫県

第13号‐21040009 専門技術事務所C4ISRT 愛知県

第13号‐21040010 アルファパートナーズ株式会社 東京都

第13号‐21040011 トレタＣＣ株式会社 東京都

第13号‐21040012 株式会社北陸電算 石川県

第13号‐21040013 株式会社プロイノベーション 東京都

第13号‐21040014 株式会社フォーシーズ 東京都

第13号‐21040015 ガーデンシステム株式会社 東京都

第13号‐21040016 株式会社フォーキャスト 大阪府

第13号‐21040017 株式会社マーケティングデザイン 東京都

第13号‐21040018 合同会社ケトハ 東京都

第13号‐21040019 株式会社Beso 大阪府

第13号‐21040020 合同会社ジェイライン 長野県

第13号‐21040021 株式会社ＮＶＣ 東京都

第13号‐21040022 株式会社ｉソフト 富山県

第13号‐21040023 株式会社パルシス 東京都

第13号‐21040024 株式会社ジーエンス 東京都

第13号‐21040025 株式会社エス・ジー 東京都

第13号‐21040026 株式会社クレオポッセ 東京都

第13号‐21040027 Roots Wood 千葉県

第13号‐21040028 株式会社カイマデータ 東京都

第13号‐21040029 株式会社ＫＡＳＵＧＡ 東京都

第13号‐21040030 ＺＵＸ株式会社 東京都

第13号‐21040031 株式会社とくじコンピュータサービス 東京都

第13号‐21040032 株式会社第一工芸社 東京都

第13号‐21040033 株式会社ファンリード 東京都

第13号‐21040034 株式会社イットアップ 大阪府

第13号‐21040035 株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ 東京都

第13号‐21040036 株式会社ｉｎｌｉｆｅ 愛知県

第13号‐21040037 ワークシステム株式会社 静岡県

第13号‐21040038 ｂｏｕｎｄａｒｙ ｓｐａｎｎｅｒ株式会社 東京都

第13号‐21040039 株式会社ジャスウィル 愛知県

第13号‐21040040 株式会社クレアスバリュー 神奈川県

第13号‐21040041 株式会社ＳＥＲＥＮＤＥＣ 東京都

第13号‐21040042 日本ウェブデザイン株式会社 東京都

第13号‐21040043 株式会社インタース・コンサルティング 東京都

第13号‐21040044 株式会社カナデンブレイン 東京都

第13号‐21040045 オーティー情報システム株式会社 大阪府

第13号‐21040046 有限会社エムブレイン 三重県

第13号‐21040047 株式会社アプストウェブ 東京都

第13号‐21040048 株式会社笠井電化センター 静岡県

第13号‐21040049 株式会社ジーニアスウェブ 大阪府

第13号‐21040050 エスエヌティケー株式会社 東京都

第13号‐21040051 株式会社ＷＯＲＫ ＳＭＩＬＥ ＬＡＢＯ 岡山県
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第13号‐21040052 株式会社モンスターラボオムニバス 兵庫県

第13号‐21040053 株式会社フォーバル・リアルストレート 東京都

第13号‐21040054 株式会社インフォグラム 福岡県

第13号‐21040055 株式会社エイエフシー 長野県

第13号‐21040056 株式会社アドミンズ 福岡県

第13号‐21040057 株式会社内田・アンド・パートナーズ 東京都

第13号‐21040058 佐々木晴明 埼玉県

第13号‐21040059 株式会社アサヒ商会 群馬県

第13号‐21040060 株式会社クラックス 東京都

第13号‐21040061 ロア株式会社 北海道

第13号‐21040062 株式会社ジェイ・ファクトリー 長野県

第13号‐21040063 株式会社ＢＬＡＭ 東京都

第13号‐21040064 ONiWA株式会社 愛知県

第13号‐21040065 looking up株式会社 東京都

第13号‐21040066 株式会社キクミ 東京都

第13号‐21040067 有限会社ケー・アンド・エフコンピュータサービス 長野県

第13号‐21040068 株式会社アポストロフィ 大阪府

第13号‐21040069 アイティ経営コンサルタント株式会社 富山県

第13号‐21040070 Ｃｙｂｅｒｓ株式会社 東京都

第13号‐21040071 シーエムワン株式会社 東京都

第13号‐21040072 株式会社コトラ 東京都

第13号‐21040073 株式会社ラフスタイル 愛媛県

第13号‐21040074 株式会社クロスフォース 東京都

第13号‐21040075 株式会社仲介王 群馬県

第13号‐21040076 合同会社サイモン 愛知県

第13号‐21040077 株式会社ＳｎｅａＺ 大阪府

第13号‐21040078 株式会社一杢 京都府

第13号‐21040079 株式会社システム・サイエンス 東京都

第13号‐21040080 株式会社ケーケーシー情報システム 京都府

第13号‐21040081 東海ビジネスサービス株式会社 東京都

第13号‐21040082 株式会社すきまポイント 東京都

第13号‐21040083 佐倉クラウドアプリケーションズ株式会社 千葉県

第13号‐21040084 株式会社ハマヤ 京都府

第13号‐21040085 株式会社ツチノコテクノロジー 岐阜県

第13号‐21040086 株式会社アウトカム 東京都

第13号‐21040087 ジーイーエム株式会社 埼玉県

第13号‐21040088 株式会社グラシアス 大阪府

第13号‐21040089 株式会社Blueship 東京都

第13号‐21040090 株式会社ケーピーシステム 兵庫県

第13号‐21040091 株式会社イージスコンサルティング 神奈川県

第13号‐21040092 株式会社ネットワークシステム 広島県

第13号‐21040093 株式会社ファースト 三重県

第13号‐21040094 株式会社オーエービジネスサポート 岐阜県

第13号‐21040095 株式会社JIC 新潟県

第13号‐21040096 北海道共伸特機株式会社 北海道

第13号‐21040097 株式会社シーユー 東京都

第13号‐21040098 税理士法人あすなろ 東京都

第13号‐21040099 株式会社タケダ 香川県

第13号‐21040100 Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ・Ｔｒａｖｅｌ 愛媛県

第13号‐21040101 株式会社イーネット 宮城県

第13号‐21040102 株式会社コードサイド 大阪府

第13号‐21040103 ザンシン株式会社 東京都



3 / 4

認定番号 事業者名称 所在地

第13号‐21040104 有限会社エムブィビィ 愛知県

第13号‐21040105 株式会社ＦＡＳＴＥＲ 神奈川県

第13号‐21040106 株式会社インフォモーフ 東京都

第13号‐21040107 株式会社アイティエス 静岡県

第13号‐21040108 株式会社半一 東京都

第13号‐21040109 エイトノット株式会社 北海道

第13号‐21040110 合同会社ＣＯＤＥＡＩＤ 東京都

第13号‐21040111 株式会社アイキューブ 東京都

第13号‐21040112 ブレーン・アシスト株式会社 埼玉県

第13号‐21040113 ツグクリエイト合同会社 岐阜県

第13号‐21040114 &passo 静岡県

第13号‐21040115 株式会社Ｏｐｅｎｉｎｇ Ｌｉｎｅ 東京都

第13号‐21040116 株式会社アイテク 長野県

第13号‐21040117 ａｎｅｃｔ株式会社 福岡県

第13号‐21040118 株式会社ＩＴコンシェルジュサービス 東京都

第13号‐21040119 株式会社ＤＲＡＧＯＮ ＡＧＥＮＣＹ 愛知県

第13号‐21040120 株式会社ＩＴブレイド 東京都

第13号‐21040121 特定非営利活動法人ＫＡＮＡＥＲＵ 京都府

第13号‐21040122 アイプラスユーアンドユー株式会社 大阪府

第13号‐21040123 株式会社コンシスト 東京都

第13号‐21040124 株式会社コーネッツ 東京都

第13号‐21040125 株式会社トヒツ 東京都

第13号‐21040126 株式会社ラコンテ 北海道

第13号‐21040127 株式会社グロースエンジン 東京都

第13号‐21040128 株式会社オフィスエム 東京都

第13号‐21040129 株式会社バウハウス 滋賀県

第13号‐21040130 株式会社ブレアパッチ 大阪府

第13号‐21040131 株式会社ＰＰＦパートナーズ 大阪府

第13号‐21040132 株式会社マネジメントシステム 茨城県

第13号‐21040133 株式会社ビーンビズ 神奈川県

第13号‐21040134 グローバルソリューション株式会社 愛知県

第13号‐21040135 有限会社ワークデザイン 神奈川県

第13号‐21040136 株式会社kaoiri 群馬県

第13号‐21040137 株式会社分析屋 神奈川県

第13号‐21040138 株式会社リチェイン 東京都

第13号‐21040139 株式会社デザインスタジオフェニックス 静岡県

第13号‐21040140 サークレッジ株式会社 愛知県

第13号‐21040141 株式会社ニュートラルワークス 神奈川県

第13号‐21040142 株式会社ワールドコミュニケーションズ 青森県

第13号‐21040143 株式会社リソース・シェアリング 東京都

第13号‐21040144 シナジーデザイン株式会社 大阪府

第13号‐21040145 株式会社アイビーコミュニケーションズ 愛知県

第13号‐21040146 株式会社アルテソリューション 群馬県

第13号‐21040147 株式会社アズム 東京都

第13号‐21040148 株式会社協創 福島県

第13号‐21040149 有限会社エヌツーエヌコミュニケーション 神奈川県

第13号‐21040150 有限会社一世開発 東京都

第13号‐21040151 Ｊ’ｓ株式会社 神奈川県

第13号‐21040152 株式会社ディーゴ 東京都

第13号‐21040153 株式会社ミラクルソリューション 東京都

第13号‐21040154 株式会社Ｍｉｎａｔｏ 東京都

第13号‐21040155 有限会社エーデルシュタイン 山梨県
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第13号‐21040156 カクゴ株式会社 愛知県

第13号‐21040157 みらいマーケティング株式会社 東京都

第13号‐21040158 一般社団法人ＪＡＷＳ 愛知県

第13号‐21040159 リュウム㈱ 京都府

第13号‐21040160 株式会社ＶＡＬＵＥ ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ 大阪府

第13号‐21040161 シェアビジョン株式会社 東京都

第13号‐21040162 株式会社グラシアス沖縄 沖縄県

第13号‐21040163 株式会社ペイミー 東京都

第13号‐21040164 株式会社サイタンス 愛知県

第13号‐21040165 株式会社蔵守 東京都

第13号‐21040166 有限会社ケーアイウェブ 京都府

第13号‐21040167 エコソリューション株式会社 大阪府

第13号‐21040168 日本恒生ソフトウェア株式会社 東京都

第13号‐21040169 株式会社ａｎｄ．ｄ 東京都

第13号‐21040170 株式会社グレッジ 大阪府

第13号‐21040171 株式会社東京コンサルティングファーム 東京都




